
表彰規定 ２００３年度 団体 兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位

１． 選手 兵庫県テニス協会にジュニア登録した選手で、国際大火及び全日本レベルで、優秀な成績を上げた選手。 全国高校総体 団体戦 準優勝

２． 指導者 上記選手を指導した者。 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

役員 役員・委員として、協会に貢献した者。 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位

３． 団体 ジュニア選手の育成・指導に尽力している団体。 全国高校総体 団体戦 優勝

夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 準優勝

表彰者 夙川学院中学校 全国中学生 団体戦 第３位

１９８７年度 選手 伊達　公子 （園田学園高等学校） 全日本選手権 シングルスベスト４ 甲南中学校 全国中学生 団体戦 出場

沢松　奈生子 （夙川学院中学校） 全日本選手権 ２０才以下 シングルス優勝 灘中学校 全国中学生 団体戦 出場

指導者 光國　彰 （園田学園高等学校教員） 伊達　公子選手を指導 神戸市立長坂中学校 全国中学生 団体戦 出場

西山　征 （園田学園大学教員） 伊達　公子選手を指導 宝塚市立御殿山中学校 全国中学生 団体戦 出場

馬場　宏之 （ダンロップテニス㈱） 沢松　奈生子選手を指導 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

雲雀丘学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

１９８８年度 選手 沢松　奈生子 （夙川学院高等学校） 全日本選手権 シングルス優勝 選手 不田　涼子 （REX　KOBE) 全日本選手権 MIX 優勝

ＪＡＬカップスーパー シングルス優勝 大西　香 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 優勝 ダブルス 第３位

選手 伊達　公子 （園田学園高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 ダブルス 優勝 川床　萌 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 第３位

全日本ジュニア １８才以下 シングルス優勝 久見　香奈恵 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位

全日本選手権 シングルスベスト４ 守内　千絵 （REX　KOBE) 全日本ジュニア １６才以下 シングルス 第３位

選手 徳原　憲司 （仁川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 石田　美帆 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝

菊水　健人 （仁川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 木下　世莉 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝

高木　紀子 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 鈴木　俊哉 （テニスラボ） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 準優勝

田中　三知世 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 澁谷　佑樹 （兵庫県立明石城西高等学校全国高校総体 シングルス 優勝

栗又　尚子 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 岡　　あゆみ （夙川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝

永富　恵子 （宝塚テニスカレッジ） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス優勝 加藤　夕香子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝

中村　直子 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝 中山　輔 （仁川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 第３位

石松　恵美 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝 大辻　恵介 （灘中学校） 全国中学生 ダブルス 準優勝

指導者 野中　眞 （仁川学院高等学校教員） 徳原・菊水両選手を指導 中谷　純也 （灘中学校） 全国中学生 ダブルス 準優勝

矢野　智 （夙川学院高等学校教員） 夙川学院高等学校テニス部監督として、全国高校団体優勝に導いた指導力。 小笹　衣利可 （夙川学院中学校） 全国中学生 ダブルス 第３位

役員 畑山　明 （甲南女子高等学校教員） 兵庫県ジュニア大会の準備運営を永年にわたりおこない、現在の基礎を築いた。 龍野　愛美 （夙川学院中学校） 全国中学生 ダブルス 第３位

西田　晃 （夙川学院高等学校教員） 兵庫県ジュニア大会の準備運営を永年にわたりおこない、現在の基礎を築いた。

２００４年度 団体 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 優勝

１９８９年度 団体 神戸ローンテニス倶楽部ジュニアチーム 昭和４４年の発足以来、２０年の長きにわたり、ジュニアの育成・教科をして、今日のジュニア育成の先鞭をつけ、幾多の名選手を輩出した。 兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

選手 沢松　奈生子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 全国高校総体 団体戦 出場

三木　弘美 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

小池　康恵 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

役員 山根　勇 （神戸女学院中・高等部教員） 県中体連テニス部の運営・普及に貢献し、今日の県中体連テニスの基礎を固め、発展させた。 全国高校総体 団体戦 出場

園田学園中学校 全国中学生 団体戦 優勝

１９９０年度 団体 宝塚テニスカレッジ ジュニアの育成・強化に多大な功績を残し、兵庫県ジュニアの発展に貢献した。 甲南中学校 全国中学生 団体戦 出場

選手 川崎　綾子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 夙川学院中学校 全国中学生 団体戦 出場

中村　直子 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 武庫川女子大学附属中学校 全国中学生 団体戦 出場

石松　恵美 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 雲雀丘学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

酒井　俊亮 （仁川学院高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス優勝 選手 藤井　貴信 （ロイヤルヒル’８１） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 第３位 ダブルス 準優勝

永富　恵子 （宝塚テニスカレッジ） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス優勝 上島　菜穂子 （テニスラボ） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 第３位

指導者 湯浅　岳明 （賢明女子学院高等学校教員） 中・高体連及びジュニア委員として、大会の運営・普及に長きにわたり発展・貢献した。 加藤　夕香子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位

関根　吉晴 （夙川学院高等学校教員） 川崎　綾子選手を指導 全国高校総体 ダブルス 準優勝

尾上　佳光 （松蔭女子学院大学） 川崎　綾子選手を指導 小川　万里子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位

全国高校総体 ダブルス 準優勝

１９９１年度 選手 酒井　俊亮 （仁川学院高等学校） ＫＳ杯 １８才以下 シングルス優勝 井本　久美子 （芦屋大学附属高等学校）全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位

関口　知子 （園田学園高等学校） ＫＳ杯 １６才以下 シングルス優勝 山本　愛 （テニスラボ） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位

（尼崎市立大成中学校） 全国中学生 シングルス 準優勝

１９９２年度 選手 関口　知子 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝 大西　潤 （Noah．IS．） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 準優勝

浅越　しのぶ （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝 渡辺　誠士 （REX　KOBE) 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 準優勝

役員 大西　哲夫 （神戸学院大学教員） 永年にわたりジュニア委員長として新しい制度を導入し、ジュニアの強化・普及・育成に尽力した。 岩佐　飛鷹 （ル・クール） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

上原　伊織 （ル・クール） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

１９９３年度 選手 関口　知子 （園田学園高等学校） 国民体育大会 少年少女の部 優勝 鈴木　俊哉 （芦屋市立山手中学校） 全国中学生 シングルス 第３位

浅越　しのぶ （園田学園高等学校） 国民体育大会 少年少女の部 優勝

全日本ジュニア選抜室内 シングルス優勝 ２００５年度 団体 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 優勝

指導者 原村　良作 （加古川テニスクラブ） 永年にわたり、サマーサーキットの運営や海外遠征の引率など、ジュニア委員会に貢献した。また、ジュニアの指導・育成に尽力した。 甲南中学校 全国中学生 団体戦 第３位

兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

１９９４年度 選手 浅越　しのぶ （園田学園高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 全国高校総体 団体戦 第３位

全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

選手 西俣　泰子 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 優勝 全国高校総体 団体戦 出場

丸谷　絵美 （木曜会神戸） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス優勝 夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

指導者 松村　晴美 （夙川学院中学校教員） 永年にわたり、中体連及びジュニア委員として、大会の運営・普及に貢献した。 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

関西学院中等部 全国中学生 団体戦 出場

１９９５年度 選手 福井　由佳 （園田学園中学校） ＲＳＫ全国選抜ジュニア(13U) シングルス優勝 雲雀丘学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

役員 安田　邦夫 （兵庫県立神戸高等学校教員） 永年にわたり、高体連及びジュニア委員として、大会の運営・普及に貢献した。 選手 山本　愛 （テニスラボ） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス 優勝 ダブルス 優勝

嶺尾　桂子 ジュニアの大会の準備・運営、ジュニア冊子作成など、多岐にわたり貢献した。 安部　千尋 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝

山崎　宏昭 （テン・IFT) 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 第３位

１９９６年度 選手 船見　紗代 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝 大塚　弥生 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

福井　由佳 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝 村上　亜利沙 （A&F) 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

指導者 福永　崇 （ｅｇｇテニスカレッジ） ４年間にわたり、ジュニア委員長として、円滑な運営に貢献した。また、ジュニア選手の発掘・強化に尽力した。 全国中学生 シングルス 第３位

伊藤　龍雄 （神戸ローンテニス倶楽部） 永年にわたり、ジュニアの海外遠征のために尽力した。 澁谷　竜也 （兵庫県立明石城西高等学校全国高校総体 ダブルス 準優勝

佐野　紘一 （兵庫県立明石城西高等学校全国高校総体 ダブルス 準優勝

１９９７年度 指導者 宮内　正博 （兵庫県立西宮南高等学校教員） 御影・西宮南の公立高校で、テニスの普及・育成に尽力し、高体連の委員として大会の運営に、永年貢献した。 中西　未希子 （園田学園高等学校） 全国高校選抜 シングルス 第３位

加藤　道夫 （灘中・高等学校教員） 永年にわたり、兵庫県立神戸高等学校でテニスの普及・育成に尽力し、ジュニア委員･高体連の委員として大会準備･運営･会計事務に貢献した。 福田　健司 （REX KOBE) 全国中学生 シングルス 第３位

１９９８年度 選手 金城　理美 （園田学園高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 ２００６年度 団体 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 優勝 （３年連続８回目）

不田　涼子 （ＡＭ’Ｓ　ＣＯＵＲＴ） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス優勝 甲南中学校 全国中学生 団体戦 優勝 （２５年ぶり２回目）

全国小学生 シングルス優勝 兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位

全国高校総体 団体戦 第３位

１９９９年度 団体 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 優勝 夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位

夙川学院中学校 全国中学生 団体戦 準優勝 全国高校総体 団体戦 第３位

選手 町井　穂高 （仁川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 準優勝 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 第３位

槇田　章吾 （仁川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 準優勝 全国高校総体 団体戦 出場

不田　涼子 （ＡＭ’Ｓ　ＣＯＵＲＴ） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス優勝 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

大西　香 （Noah．IS．） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス準優勝 全国高校総体 団体戦 出場

平　　知子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 灘高等学校 全国高校総体 団体戦 出場

西村　美穂子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 関西学院中等部 全国中学生 団体戦 出場

小西　あずさ （夙川学院中学校） 全国中学生 シングルス優勝 ダブルス 優勝 尼崎市立小園中学校 全国中学生 団体戦 出場

井上　万里 （夙川学院中学校） 全国中学生 シングルス準優勝 ダブルス 優勝 雲雀丘学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

神戸女学院 全国中学生 団体戦 出場

２０００年度 団体 仁川学院高等学校 全国高校総体 団体戦 出場 選手 山本　愛 （テニスラボ） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 第３位

関西学院高等部 全国高校総体 団体戦 出場 福田　健司 （REX　KOBE) トヨタジュニア １６才以下 シングルス 第３位

兵庫県立明石城西高等学校 全国高校総体 団体戦 出場 古賀　愛 （REX　KOBE) トヨタジュニア １６才以下 シングルス 第３位

園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 大塚　弥生 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

全国高校総体 団体戦 準優勝 全国中学生 ダブルス 準優勝

夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 村上　亜利沙 （A&F) 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

全国高校総体 団体戦 第３位 山本　みどり （園田学園中学校） RSK全国選抜 １３才以下 シングルス 第３位

甲南中学校 全国中学生 団体戦 出場 尾崎　里紗 （ロイヤルヒル’８１） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス 第３位 ダブルス 優勝

柳学園中学校 全国中学生 団体戦 出場 全国小学生 シングルス 優勝

雲雀丘学園中学校 全国中学生 団体戦 出場 佐野　紘一 （兵庫県立明石城西高等学校全国高校総体 シングルス 第３位

園田学園中学校 全国中学生 団体戦 準優勝 山本　みどり （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 準優勝

松蔭中学校 全国中学生 団体戦 出場

尼崎市立南武庫之荘中学校 全国中学生 団体戦 出場 ２００７年度 団体 甲南中学校 全国中学生 団体戦 優勝

選手 小西　あずさ （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位 兵庫県立明石城西高等学校 全国高校総体 団体戦 第３位

安田　紘子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位 全国高校選抜 団体戦 出場

中川　優介 （関西学院高等部） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス第３位 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位

渋谷　洋太朗 （兵庫県立明石城西高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位 全国高校総体 団体戦 出場

徳毛　真也 （兵庫県立明石城西高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

中山　輔 （ちーむとっぷがん） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝 灘中学校 全国中学生 団体戦 出場

澁谷　祐輔 （ﾄｯﾌﾟﾗﾝT.Co.加古川） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝 宝塚市立御殿山中学校（男子） 全国中学生 団体戦 出場

不田　涼子 （神戸山手女子中学校） 全国中学生 シングルス第３位 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 出場

中西　由希子 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 第３位 雲雀丘学園中学校（男子） 全国中学生 団体戦 出場

秦　　綾花 （園田学園中学校） 全国中学生 ダブルス 第３位 雲雀丘学園中学校（女子） 全国中学生 団体戦 出場

役員 伊藤　龍雄 （神戸ローンテニス倶楽部） 永年にわたり、ジュニア委員会海外遠征担当委員として、外国との折衝をはじめ、海外遠征実現の基礎を築いた。この功績は偉大で、賞賛される。 神戸女学院中等部 全国中学生 団体戦 出場

選手 田中　大騎 （兵庫県立明石城西高等学校全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位

２００１年度 団体 兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 松下　浩平 （兵庫県立明石城西高等学校全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位

全国高校総体 団体戦 第３位 山本　翔子 （ＣＯＺＹ） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス 第３位

関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場 浅井　龍雄 （兵庫県立明石城西高等学校全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝

園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 井原　力 （兵庫県立明石城西高等学校全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝

夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 村上　亜利沙 （Ｔ＆Ｔ） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位

全国高校総体 団体戦 第３位 大塚　弥生 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位

灘中学校 全国中学生 団体戦 出場 尾崎　里紗 （ロイヤルヒル’８１） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 第３位

柳学園中学校 全国中学生 団体戦 出場 山本　みどり （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

園田学園中学校 全国中学生 団体戦 第３位 全国中学生 シングルス 第３位

夙川学院中学校 全国中学生 団体戦 出場 齋藤　未来 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

選手 尾崎　真衣加 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア選抜室内 シングルス優勝 兼任　勇士郎 （ロイヤルヒル’８１） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 優勝

全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位 大西　賢 （Noah．IS．） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 優勝

全国高校総体 ダブルス 準優勝

猿田　法子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 第３位 ２００８年度 団体 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 準優勝

全国高校総体 ダブルス 準優勝 甲南中学校 全国中学生 団体戦 第３位

宮城　由美 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝 宝塚市立御殿山中学校（男子） 全国中学生 団体戦 出場

中西　由希子 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 優勝 神戸女学院中等部 全国中学生 団体戦 出場

若山　理菜 （芦屋グリーンランド） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝 尼崎市立小園中学校（男子） 全国中学生 団体戦 出場

岡　　あゆみ （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝 雲雀丘学園中学校（女子） 全国中学生 団体戦 出場

大西　香 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位 兵庫県立明石城西高等学校（男子） 全国高校総体 団体戦 出場

須加田　瞳美 （園田学園高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 第３位 全国高校選抜 団体戦 出場

藤岡　興平 （柳学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 第３位 兵庫県立明石城西高等学校（女子） 全国高校選抜 団体戦 出場

藤井　貴信 （ロイヤルヒル’８１） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 第３位 駿台甲英高等学校 全国高校総体 団体戦 出場

川床　萌 （園田学園高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 ダブルス 優勝 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場

伊藤　和沙 （園田学園高等学校） 全国高校総体 シングルス第３位 ダブルス 優勝 関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

２００２年度 団体 園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 優勝 選手 古賀　愛 （駿台甲英高等学校） 全日本ジュニア １８才以下 シングルス 第３位

全国高校総体 団体戦 第３位 全国高校総体 シングルス 第３位

夙川学院高等学校 全国高校選抜 団体戦 第３位 松島　美智瑠 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 準優勝

兵庫県立明石城西高等学校 全国高校選抜 団体戦 出場 広瀬　杏菜 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 準優勝

関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場 尾崎　里紗 （神戸市立桃山台中学校）全国中学生 シングルス 第３位

灘中学校 全国中学生 団体戦 第３位 天米　愛 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 第３位

園田学園中学校 全国中学生 団体戦 第３位 池田　愛依 （園田学園中学校） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 第３位

７．表彰団体・表彰者一覧



宝塚市立御殿山中学校 全国中学生 団体戦 出場 山本　ひかり （園田学園中学校） RSK全国選抜 １３才以下 シングルス 第３位

夙川学院中学校 全国中学生 団体戦 出場 大西　賢 （Noah．IS．） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス 優勝

武庫川女子大学附属中学校 全国中学生 団体戦 出場 釜江　玲奈 （SEAHORSE香櫨園） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 優勝

選手 不田　涼子 （REX　KOBE） ワールドスーパージュニア シングルス優勝 上　　唯希 （園田学園T.Co.） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 優勝

岡　　あゆみ （夙川学院高等学校） トヨタジュニア2002 シングルス優勝 林　　大貴 （尼崎市立尼崎北小学校）全国小学生 シングルス 第３位

尾崎　真衣加 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 シングルス優勝 （テニスプラザ尼崎） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

全国高校総体 ダブルス 準優勝 逸崎　凱人 （テニスプラザ尼崎） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 準優勝

加藤　夕香子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア選抜室内 シングルス第３位 ２００９年度 団体 園田学園中学校 全国中学生 団体戦 優勝

全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝 甲南中学校 全国中学生 団体戦 優勝

猿田　法子 （夙川学院高等学校） 全国高校総体 ダブルス 準優勝 宝塚市立御殿山中学校（男子） 全国中学生 団体戦 出場

全日本ジュニア １８才以下 ダブルス 準優勝 灘中学校 全国中学生 団体戦 出場

猿田　泰子 （夙川学院高等学校） 全日本ジュニア １６才以下 ダブルス 準優勝 神戸市立友が丘中学校 全国中学生 団体戦 出場

川床　萌 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 雲雀丘学園中学校（女子） 全国中学生 団体戦 出場

伊藤　和沙 （園田学園高等学校） 全国高校総体 ダブルス 優勝 神戸女学院中等部 全国中学生 団体戦 出場

沓脱　恭兵 （宝塚市立御殿山中学校） 全国中学生 ダブルス 準優勝 駿台甲英高等学校 全国高校総体 団体戦 準優勝

辻　　富美男 （宝塚市立御殿山中学校） 全国中学生 ダブルス 準優勝 兵庫県立明石城西高等学校（男子） 全国高校総体 団体戦 出場

園田学園高等学校 全国高校選抜 団体戦 優勝

甲南高校 全国高校選抜 団体戦 第３位

関西学院高等部 全国高校選抜 団体戦 出場

兵庫県立明石城西高等学校（女子） 全国高校選抜 団体戦 出場

選手 尾崎　里紗 （ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81） 全日本ジュニア １６才以下 シングルス 準優勝

大西　賢 （Noah.I.S） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 優勝 ダブルス 第３位

竹元　佑亮 （トップラン） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 準優勝

山本　ひかり （園田学園中） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 第３位 ダブルス 優勝

田中　千愛 （園田学園中） 全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

増井　菜裕 （ＲＥＸKOBE） 全日本ジュニア １４才以下 シングルス 第３位

中村　錬 （甲南中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝

全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

矢多　弘樹 （甲南中学校） 全国中学生 ダブルス 優勝

全日本ジュニア １４才以下 ダブルス 優勝

古賀　愛 （駿台甲英高等学校） 全国高校総体 シングルス 第３位

東　綾香 （西宮市立小松小） 全国小学生 シングルス 第３位

（難波徹NAMP） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス 第３位 ダブルス 第３位

向井　マリア （木曜会神戸） 全日本ジュニア １２才以下 シングルス 第３位 ダブルス 第３位

逸崎　凱人 （テニスプラザ尼崎） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

上曽山　拓実 （テニスプラザ尼崎） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

伊藤　沙弥 （REX　KOBE) 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位

林　　奈央 （テニスプラザ尼崎） 全日本ジュニア １２才以下 ダブルス 第３位


